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生きがいしごとサポートセンター神戸東 
 

〒658-0051 

神戸市東灘区住吉本町2-13-1 森田ビル3F 

TEL 078-841-0387  FAX 078-841-0312 

E-mail ⇒ info＠cs-wallaby.com 

URL ⇒ http://www.cs-wallaby.com 

◆兵庫県の事業補助を受け、就業・起業のサポート事業を行なって

います。厚生労働省認可「無料職業紹介所」です。 

生きがいしごとサポートセンター神戸東 

 

 ワラビーは常に、「生きがいしごと」を探し当てる人を

増やしたいと願うのはもちろんのこと、利用される方の

満足度を高めたいと願って活動しています。 

そのため、今年度もワラビーアンケートを実施し、結

果がまとまりました。ご協力にいただいた皆さまにお礼

申し上げますとともに、以下にご報告いたします。 
 

◇ワラビー・アンケート集計結果抜粋◇ 2007/1月集計 

· 回答者の年代別では、男女とも 50 代が最多で、60 代～

のシニア層は男性 42％、女性 26％(70 歳以上は 0 )。 

· ワラビーを知ったのは、「リーフレット・チラシ・情報誌」が

最多で 36％、口こみは昨年と同率の 20％。 

· ワラビー利用目的は、昨年度とほぼ同傾向で、トップは

講座・サロン等 36％、就業 32％、起業 15％など。 

全般的に昨年度と同傾向でしたが、利用者が増えて

細部まで神経が行き届いていない面もあったのではな

いかと、反省材料をいただいた部分もあります。データ

の詳細は、ワラビーのホームページをご覧ください。 

なお、アンケート対象者は登録者748人で、うち回答

者（無記名）は182人、回答率は24.3％でした。 
 

 

· 起業相談は、87％の方が「後押しをしてもらっている」、中

でも 40％の方が「とても後押ししてもらっている」と回答。 

· 就業相談で、スタッフの誠意を感じた方は 94％､中でも

「期待以上」と感じた人は 24％。 

· 「仕事に就けた」方は 51％、中でも「希望通りの仕事に就

けた」方は 25％。 

「（とても＋比較的）満足している」利用者は８６％ 

ワラビーアンケート（2006/11～12月実施）結果まとまる 

ワラビーを知ったきっかけ

ｆ．その他
19%

ａ．リーフレット、
チラシ、情報誌

36%

ｂ．ホームページ、
メルマガ 11%

ｃ．看板、事務所
表示 10%

ｄ．口こみ
20%

ｅ．マスコミ、報道
4%

ワラビー利用目的（重複回答）

ｄ．その他（設備機
器利用・見学）
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ｃ．講座・ゼミ・
サロン
36%

ｂ．就業
32%

ａ．起業
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就業状況

ｄ．就職活動を

中断している 19%

ｃ．引き続き就職活動を

続けている 30%

ｂ．まずまずの
仕事に就けた 26%

ａ．希望通りの

仕事に就けた 25%
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就業相談でのスタッフの誠意

ａ．期待した以上
の誠意や努力が

感じられる
24%

ｂ．誠意をもって
接してくれる　70%

ｃ．あまり誠意
が感じられ
ない　6%

ｄ．事務的で誠意も
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0%

起業相談での後押しの実感

ａ．とても後押しして
もらっている　40%

ｄ．事務的に対応するだ
けで後押しに
ならない　2%ｃ．あまり後押しは

してくれない　11%

ｂ．必要最低限の
後押しはして

もらっている　47%



 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  [ 自由記述 ] 多数のご意見を頂戴しましたが、紙面構成上、おもだった意見のみの掲載とさせていただきます。 
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利用して望ましい結果を得た 

●ワラビーが身近(便利な距離)に無ければ自分の計画

はアイディアにとどまっていたと思う。身近でよかった。 

●仕事をお世話下さって１年が過ぎました。頑張って居り

ます。有難うございました。 

 (他に類似の有難うメッセージ多数頂きましたが、省略。) 

ワラビーコメント： 

スタッフが最も嬉しいのは、地域の皆様のお役に立ってい

る実感を得た時です。全ての利用者のご満足を目指し、望

ましい結果を出せるようさらに努力します。 

利用して好ましい印象や感謝の気持ちを持った 

●事務所はとてもアットホームな環境でよかった。 

●いつ訪問しても温かく受け入れていただき、対応に感

謝している。 

●NPO法人関係の受講内容が多かったが、私企業での

起業の為、畑違いの感あるも、同じように起業の志の

ある人達で少し救われた。 

●講座･サロンを通じ、人の話を聞き、人と知り合う機会

をワラビーは提供してくれていると感じる。 

ワラビーコメント： 

嬉しい言葉をたくさん、ありがとうございます。できるだけ多

くの皆様に来ていただけるよう、さらに訪ねやすく相談しや

すいワラビーになるよう、がんばります。 

ちょっと気になる面や失望したことなどがある 

●自分は貴会対象者より年齢が中途半端に若く、求め

ているもの、提供されるものがミスマッチ。 

●就業相談を受け、いろいろお世話になったが、５０歳代

で求人数が少なく、結局就業出来なかった。 

●実際的な社会経験を積んだ職務経歴者の実際的な 

 

アドヴァイスが無く失望した。 

●CBセミナーが土曜の為出席できなかった。平日にも

開催して欲しい。 

●事務所が３階である事、鉄扉である事は、人によって

は抵抗感があると思う。 

ワラビーコメント： 

できるだけ皆様のニーズを満たしたいものの、どうしても

最大公約数的になる点、ご了解賜われば幸いです。スタ

ッフ一同、さらに能力向上に努めたいと思っています。な

お、設備面については、賃料との妥協が難しい所です。 

今後の活動に期待している 

●ハローワーク、人材銀行には無い独自のルートで更

なる就職先を開拓して欲しい。 

●今後もいろんな人の仕事、生きがいに対する心のこ

もったサポートをお願いしたい。 

●団塊世代の大量リタイアが、新たなチャンス到来だと

思う。その時にはワラビーの活動は更に多方向に前

進するし、私達の選択肢も従来とは違った形で増え

るものと期待している。 

●ワラビー通信には成功例が多いが、難渋している記

事もあってよいのでは。人の心の琴線に触れるような

編集を望む。 

●ワラビーは人とのつながりをもっと実感出来る場にな

りうると考えている。参加者が自主的に動くワークショ

ップ的な場が出来ればよいと思う。 

ワラビーコメント： 

できるだけご要望に沿って改善や工夫をしていきたいと思

います。ただ、ワラビーのミッションや予算枠との兼ね合

いで難しいものもあることはご了解賜りたいところです。 

ワラビーによる変化　（％）
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ａ．大いに生活に張りが出て前向きになれた

ｂ．少し生活に張りが出てきた感じがする

ｃ．従来と異なる仕事に就き再スタートという気持ち

ｄ．期待したものは全く得られなかった

利用満足度　（％）
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· ワラビー利用により「(大いに＋少し)生活に張りが出た」と

回答した方は、昨年度とほぼ同じ 77％（昨年は 79％）。 

 

· 利用満足度は「(とても＋比較的)満足」が 86％と昨年比

3％アップ（昨年は 83％）。 



地域貢献やコミュニティの形成につながる仕事を紹介しています。

求人票の登録大歓迎。既に就業が成立した場合はご了承下さい。 

 

Ｎｏ 求人団体名 職   種 条件(勤務地／勤務日／勤務時間／給与／その他) 

Ｂ-321 
小規模作業所 

「飛行船」 

身辺介助全般 

（女性メンバーのケア・見

守り、作業の補助等） 

勤務地は灘区   月～金曜日   9：00～17：00 

土･日・祝・有給休暇年間10日   月額15万円   交通費全額 

賞与年２回   雇用・労災   試用期間２ヶ月   求人数1名 

こじんまりした作業所です。重度の知的障がい者のメンバーが、

地域で生き続けるための場を提供しています。 

Ｂ-324 
ＮＰＯ法人 

リンキング 

介護サービス提供責任者 

（介護福祉士またはその志

望者、施設経験者尚良） 

勤務地は兵庫区、中央区   勤務日ご相談（シフト制） 

月40時間程度（夜勤、泊りあり）   時間給800～1,800円 

交通費実費   健康・厚生・雇用・労災   試用期間３ヶ月 

求人数1名   勤務開始即日   地域住民のコミュニティサロン

と障がい者支援をしています。２月１日から活動開始しています。 

Ｂ-332 
ＮＰＯ法人 

シンフォニー 

まちづくり事業のコーディ

ネート、イベント企画・運

営、チラシ作成、情報誌の

編集等 

最寄駅は阪神尼崎  月～土曜日（うち週５日）、9：00～18：00 

または10：00～19：00で応相談   日給7,000円   交通費月額

上限11,000円   健康・厚生・雇用・労災   試用期間１ヶ月   

求人数２名   防災、福祉、環境、芸術・文化等をテーマに市民

公益事業をするＮＰＯ等をＩＴ活用して支援しています。 

Ｂ-333 

社会福祉法人 

あぜくら福祉会 

（尼崎あ ぜくら作業

所・尼崎あぜくら作業

所分場） 

知的と身体に障がいのある

人たちの日中活動の支援 

最寄駅はＪＲ尼崎駅、阪急園田・塚口   月～金曜日（月１回土

曜勤務）  8：30～16：30または9：00～17：00（シフト制） 

時間給870円   交通費全額支給  求人数4名程度  障がい

のある方々が元気な職場です。心癒される仕事をしませんか。意

欲あれば、資格・経験不問。常勤スタッフ、運転手同時募集中！ 

V-054 ＮＰＯ法人 ケアット 

「笑う門には健康来たる」  

講演と落語会のコーディネー

ト及び進行 

活動場所は東灘区民化センター大ホール（うはらホール）、   

最寄駅はＪＲ住吉  活動日は3月16日12：00～17：00（当日まで

に数回の打合せあり）  当日は謝金1,000円   求人数1名 

高齢者や障がい者の方の自立を応援しています！ 

 

 

 
 

Ｎｏ お名前 こんな仕事をさがしています ひとことメッセージ 

154 Ｍさん（女･39才） 英語・フランス語の翻訳・通訳・事務 外資系企業での勤務経験あり、外国人の方の支援を希望！ 

160 Ｎさん（男･55才） 仕事のこだわりなし 英語・韓国語の通訳や翻訳の職歴をもつ元サッカー選手 

162 Ｕさん（女･37才） 障がい児さんのためのボランティア 震災後ボランティアに目覚め、なかよし学級への介助も経験 

163 Ｙさん（女･45才） 子ども・食・環境に関すること 有償ボランティアでも責任を持って活動に参加したい 

174 Ａさん（男･32才） ニート支援 作業所で勤務経験あり、精神保健福祉士をめざしています 
 

 

 

 
 

Ｎｏ お名前 事 業 内 容 実施地域 ひとことメッセージ 

83 Ｆさん（29才） 小規模作業所の開設 西宮市 ＮＰＯ法人を設立し、作業所と介護保険事業を併行する 

84 Ｆさん（41才） 認可外保育所の設立 東灘区 病児保育や就学前のお稽古など複合的に機能したい 

94 Ｋさん（59才） ヘルパーステーション開設 東灘区 仲間のヘルパーの生きがいづくりをめざし、起業検討 

95 Ｈさん（47才） ヘルパーステーション開設 芦屋市 介護タクシーも視野に入れて準備中です！ 

101 Ｏさん（72才） ボランティアグループの法人化 宝塚市 活動歴の長い、市民園芸の会のステップアップが目標 
  

こんな人を求めています 

起業情報 

こんな仕事や職場をさがしています 
就業先をお世話いただける方は、 

ワラビーまでご連絡を！ 

ご自身も起業を考えるなど、ご興味がある方は、ワラビーまでご連絡ください。 



 

 

  
東灘区在住の岡本芳江さんは、高齢者や障がいのある方が、自立した日常生活を 

営み積極的に地域社会に参加できるよう、人間味あふれ魅力ある社会福祉の創造を 

めざし、ＮＰＯ法人ケアットを立ち上げました。 

ケアット（ケアする人＝ケアッ人）の活動は、障がい者の就労支援活動や相談活動、

足底反射療法、認知症予防のための学習療法、個別音楽療法、お笑い療法、予防介護

のスタッフ育成など、立ち上げ当初以来どんどんと拡大していきます。夢を形にする

エネルギーに満ちあふれた岡本さんのお話を聞いて、あなたもコミュニティ・ビジネ

スにチャレンジしてみませんか？ 

自分の夢を持ちたい、叶えたいと願う方、福祉や非薬物療法に関心のある方など、

どなたでもお気軽にご参加ください。 
 

日 時  ３月１７日(土) １４：００ ～ １６：００ 

会 場  生きがいしごとサポートセンター神戸東 

定 員  ２０名(受付順)     参加費  ５００円(茶菓代) 

※まずは、お電話下さい！  078-841-0387  担当：中尾、梅木 
 

 
 

 

 

何か仕事がしたい、私に何かできることはないかな？と「生きがいしごとサポートセンター

神戸東」へ出かけ話を聞いていただきました。本当に親切に対応していただき、感動を覚え

ながら帰りました。 

そして紹介をいただき今のＮＰＯ法人事務局に入所しました。私を入れて女性４人のスタッ

フです。支援活動に頑張っている支援局長・若いですが事務局の全員が頼もしく思っている 

Ｔさん・頼りがいのある事務局長・そして私。６月から２回のシンポジウムも経験し８ヶ月の月

日が早かったと実感しています。ＮＰＯ法人をあまり知らない私でしたが、週１回の打ち合わ

せをして、誰が何を感じ考えているか４人でスキルアップを（特に私）めざして、個々が何を 

すべきか自分に問いかけながら、充実した毎日を良いスタッフと送っています。 

私は会計担当なので直接事業参加ではありませんが、大事な大事な会費、寄付をいかにして無駄使いをせず  

事業にいかせるか？どうやってお金集めをするか大きな課題です。 

そして、当事務局で一番の宝物といえばボランティアの皆さんです。知識の深さ、一人一人がしっかり意見を持っ

て活躍しておられます。８ヶ月たちましたが私はまだまだ勉強中です。２年目に向けてできることを模索しながら、  

構えることなく自然体で頑張っていきたいと思っています。 
 
３月１７日（土）午後２～４時 ＣＢサロン「夢からはじまる…」 ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ ぱぁーくすねっと代表 角田敏子さん 
 
 

ＮＰＯ法人コミュニティ・サポートセンター神戸（ＣＳ神戸） 

生きがいしごとサポートセンター神戸東 （愛称：ワラビー） 
〒658-0051 

神戸市東灘区住吉本町２－13－１ 森田ビル３階 
（ＪＲ神戸線「住吉」駅北西すぐ） 
ＴＥＬ：０７８－８４１－０３８７ 
開室日：火曜日～土曜日（日・月・祝休み） 
開室時間：１０：００～１８：００ 
★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 

「生きがいしごとサポートセンター」事業は、他に「阪神北」、 

「阪神南」、「神戸西」、「播磨」、「シニア」があります。 

詳しくは上記までお問合せください。 

特定非営利活動法人 ひょうご被害者支援センター 

上野 悦子さん（東灘区・54才） 
リレーエッセイ(23)「私の生きがいしごと」 

編集後記 

2006年度も残り僅か１ヶ

月。今年度も実にたくさ

んの方と面談し、ＮＰＯ

やコミュニティ・ビジネス

への理解を深めていた

だき、生きがいしごと探

しのお手伝いをさせてい

ただきました。 

引続き、ワラビー 

をよろしく 

お願いします。     Ｕ 

ＣＢサロン｢夢を広げ、夢を実らせた体験談｣開催のお知らせ 

岡本 芳江 さん 
NPO法人ケアット理事長 
 
電話 ０７８－５７６－３６０５ 

ﾒｰﾙ caret@kcc.zaq.ne.jp 

URL http://caret-npo.org/ 




